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授業の目標（Course Objectives） 

パソコンを利用した実習により、レポートの作成、データの分析、学術的なプレゼンテーションなどの大学での学修に必要不可欠

な基礎的スキルを習得する。 

 

Students will acquire the fundamental skills to create reports, analyze data, and make academic presentations through the 

practice of using a personal computer. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、パソコンを利用した実習により、レポートの作成、データの分析、プレゼンテーションなどの大学での学修に必要

不可欠な基礎的スキルの習得を目指す。具体的には、PC の基本操作・正しいメールの書き方にはじまり、①Microsoft Word によ

るレポートの正しい書き方、②Excelによるデータ処理・グラフ作成のやり方、③統計分析ソフト（SPSS）による基礎的な統計分析

のやり方、④Power Point によるプレゼンテーションのやり方について学修する。 

 履修者は講義内容を踏まえて毎週課される課題に取り組み、最終的には自分自身の「研究」について学術的なプレゼンテーシ

ョンを行うことも期待される。Word/Excel/PowerPoint などを使用する基礎的な PC スキルのみならず、リサーチクエスチョンを設

定し、先行研究を整理し、仮説を設定し、Excel や統計分析ソフトを使用してデータを分析し、Power Point を用いて研究成果をプ

レゼンするという社会学部の学生であれば必須となる基礎的な研究スキルについても扱う。 

 

  In this course, students will acquire the fundamental skills to create reports, analyze data, and make academic presentations 

through the practice of using a personal computer. Specifically, students will start with basic PC operations and how to write e-

mail correctly. Moreover, students will learn 1) how to create reports with Word, 2) how to analyze data and create graphs with 

Excel, 3) how to conduct fundamental statistical analysis with statistical software (SPSS), and 4) how to make an academic 

presentation with PowerPoint. 

  Students are expected to address weekly assignments based on the content of the lectures and ultimately make academic 

presentations on their own "research". In addition to basic PC skills such as using Word, Excel, and PowerPoint, this course 

covers basic research skills that are essential for students in the college of sociology who are required to set up research 

questions, review previous research, set hypotheses, analyze data using Excel or statistical analysis software, and present 

research results using PowerPoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Wordによるレポート作成入門 

3. Excelによる基礎的なデータ処理入門（１） 

4. Excelによる基礎的なデータ処理入門（２） 

5. Excelによる基礎的なデータ処理入門（３） 

6. Excelによる基礎的なデータ処理入門（４） 

7. SPSS による基礎的な統計処理入門（１） 

8. SPSS による基礎的な統計処理入門（２） 

9. SPSS による基礎的な統計処理入門（３） 

10. SPSS による基礎的な統計処理入門（４） 

11. PowerPoint によるプレゼンテーション入門（１） 

12. PowerPoint によるプレゼンテーション入門（２） 

13. 研究成果のプレゼンテーション（１） 

14. 研究成果のプレゼンテーション（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・単位取得のためには、授業時に課される毎週の課題を提出する必要がある。 

 

・かなりの作業量になるので、この点を十分に理解してから履修すること。 

 



・毎回の授業で学んだ内容が積み重なっていくので、前回授業で学んだ内容を復習してから次の授業に臨むことが不可欠です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終課題（プレゼンテーション）(20%)/毎週の課題提出(60%)/実習への積極的な取り組み(20%) 

単位修得のためには、4 分の 3以上の出席を必須とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。講義資料は授業内で適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤瑞貴、2020、『大学生のためのレポート・卒論で困らないワード／パワポ／エクセルのコツ』、秀和システム (ISBN:978-4-

7980-6314-0) 

上記はテキストではないものの、社会学部の学生に必要なスキルがとてもよくまとめられている。 

PC 操作に自信がない学生は１冊手元に置いておくとよい。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

１）本講義では PC 教室にて Microsoft Word/Excel/統計ソフト（SPSS 等）/PowerPoint の実習を行います。 

  

２）統計分析ソフトを使用するので、タブレット・スマートフォンで作業することはできません。 

 

３）最終課題では自分の「研究」についてプレゼンテーションをしてもらうことになります。 

 

４）授業時に課される毎週の課題にくわえて、最終課題の研究成果のプレゼンの準備も必要になるため、かなりの作業量になりま

す。 

 

５）なんとなく出席しているだけでは単位取得は不可能です。その点を十分に理解してから履修するようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 

 


